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平成１８年６月３０日 
 
各 位 

 

会社名 株式会社ウェブクルー 

代表者名 代表取締役社長 青山 浩 

（コード番号 8767 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役経営企画部長 若林 稔 

（TEL. 03-5561-6080） 

 
 
 
 
(訂正)平成 18 年 9 月期中間決算短信（連結）・個別中間財務諸表の概要 

 
 
平成 18年 5月 12日発表の平成 18年 9月期中間決算短信（連結）・個別中間財務諸表
の概要の一部に記載誤りがありましたので訂正いたします。（訂正箇所 29 ページ及び
41ページ） 
なお、経営成績等の財務数値の変更はありません。 
訂正箇所は次ページのとおりであり、下線を付して表示しております。 

 

以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
[本件に関するお問い合わせ] 
株式会社ウェブクルー 

〒106-0032 東京都港区六本木一丁目 4番 33 号 

六本木 21 森ビル 2F 

IR 担当 

TEL: 03-5561-6087 

FAX： 03-5561-6081 

E－MAIL：pr@bang.co.jp 
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（重要な後発事象） 
（訂正前） 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

平成 17年３月 23日の当社取締役会にお

いて当社グループの更なる業容の発展と

事業基盤の確立を目的として、有限会社

インフォスコープの第三者割当増資によ

る株式の取得を決議し、平成 17 年４月

５日に取得し同社は当社の子会社となり

ました。同社の概要は以下のとおりです。 

商 号：有限会社インフォスコープ 

出資額：22,500,000円 

出資比率：52.9％ 

代表取締役：堀越光弘 

事業内容：有料老人ホームの情報検索サ

イト「関東優良老人ホーム情報センター」

の運営。 

（1）ストックオプション発行 

当社は、平成18年4月5日開催の取締役会

において､商法第280条ﾉ20、第280条ﾉ21、

および平成18年3月24日開催の臨時株主

総会の特別決議に基づく、ストックオプ

ションを目的として発行する新株予約権

の具体的な内容について下記のとおり決

議いたしました。 

①新株予約権発行日  平成18年4月5日 

②新株予約権の総数  1,575個 

（新株予約権1個あたりの目的たる株式

数は当社普通株式1個 

③新株予約権の発行価額 無償 

④行使価額    212,912円 

⑤行使期間    平成20年3月25日から

         平成28年3月24日まで

⑥行使により新たに株式を発行する場合

の資本組入額  106,456円 

⑦割当対象者及び人数 

        当社役員及び従業員6名

 

（2）投資事業組合への投資 

当社は、平成18年4月25日にKIWAMI11号投

資事業組合のファンドに出資いたしまし

た。 

①業務執行組合員 ｼｸﾞﾏ･ｹﾞｲﾝ㈱ 

         代表取締役 岩本信徹

②組合の設立   平成18年4月1日 

③組合の期間   設立日から1年間 

④当社出資口数  26口 

④当社出資金額  4億40万円 

 

（3）自己株式の取得 

当社は、平成18年5月12日開催の取締役会

において、商法第211条ﾉ3第1項第2号の規

定に基づき、自己株式を取得することを

決議いたしました。 

①取得理由  機動的な資本政策の遂行 

②取得する株式の種類  当社普通株式 

③取得する株式の総数  1,000株 

④株式の取得価額の総額 1億5千万円 

⑤取得の日程   平成18年5月15日から 

平成18年8月14日まで 

 

（1）第三者割当増資 

当社は、平成17年11月16日開催の取締役

会において、第三者割当増資に関して下

記の通り決議いたしましたが、平成17年

11月18日に、株主より当該新株発行の差

止めを求める仮処分の申立書が東京地方

裁判所に提出され、これに対し12月5日に

当該申請を認める旨の決定がなされまし

た。当社は上記決定を受け、平成17年11

月16日の取締役会で決議いたしました第

三者割当増資を中止し、下記（2）に示す

決議を実施しております。 

①発行新株式数 普通株式23,000株 

②発行価額 1株につき180,000円

③発行価額の総額 4,140,000千円 

④資本組入額 1株につき90,000円

⑤資本組入額の総額 2,070,000千円 

⑥払込金額 平成17年12月6日 

⑦配当起算日 平成17年10月1日 

⑧資金の使途 運転資金、新規事業

投資資金 

⑨割当先 煌1号投資事業組合

21,750株及び青山浩

1,250株 

 

（2）第三者割当増資 

当社は、平成17年12月12日開催の取締役

会において、第三者割当増資に関して下

記の通り決議いたしました。 

①発行新株式数 普通株式14,530株 

②発行価額 1株につき241,000円

③発行価額の総額 3,501,730千円 

④資本組入額 1株につき120,500円

⑤資本組入額の総額 1,750,865千円 

⑥払込金額 平成17年12月29日 

⑦配当起算日 平成17年10月1日 

⑧資金の使途 運転資金、新規事業

投資資金 

⑨割当先 煌1号投資事業組合

13,600株及び青山浩

930株 
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（訂正後） 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

平成 17年３月 23日の当社取締役会にお

いて当社グループの更なる業容の発展と

事業基盤の確立を目的として、有限会社

インフォスコープの第三者割当増資によ

る株式の取得を決議し、平成 17 年４月

５日に取得し同社は当社の子会社となり

ました。同社の概要は以下のとおりです。 

商 号：有限会社インフォスコープ 

出資額：22,500,000円 

出資比率：52.9％ 

代表取締役：堀越光弘 

事業内容：有料老人ホームの情報検索サ

イト「関東優良老人ホーム情報センター」

の運営。 

（1）ストックオプション発行 

当社は、平成18年4月5日開催の取締役会

において､商法第280条ﾉ20、第280条ﾉ21、

および平成18年3月24日開催の臨時株主

総会の特別決議に基づく、ストックオプ

ションを目的として発行する新株予約権

の具体的な内容について下記のとおり決

議いたしました。 

①新株予約権発行日  平成18年4月5日 

②新株予約権の総数  1,575個 

（新株予約権1個あたりの目的たる株式

数は当社普通株式1個 

③新株予約権の発行価額 無償 

④行使価額    212,912円 

⑤行使期間    平成20年3月25日から

         平成28年3月24日まで

⑥行使により新たに株式を発行する場合

の資本組入額  106,456円 

⑦割当対象者及び人数 

        当社役員及び従業員6名

 

（2）投資事業組合への投資 

当社の連結子会社である株式会社ウェブ

クレジットは、平成18年4月25日に

KIWAMI11号投資事業組合のファンドに出

資いたしました。 

①業務執行組合員 ｼｸﾞﾏ･ｹﾞｲﾝ㈱ 

         代表取締役 岩本信徹

②組合の設立   平成18年4月1日 

③組合の期間   設立日から1年間 

④当社出資口数  26口 

④当社出資金額  4億40万円 

 

（3）自己株式の取得 

当社は、平成18年5月12日開催の取締役会

において、商法第211条ﾉ3第1項第2号の規

定に基づき、自己株式を取得することを

決議いたしました。 

①取得理由  機動的な資本政策の遂行 

②取得する株式の種類  当社普通株式 

③取得する株式の総数  1,000株 

④株式の取得価額の総額 1億5千万円 

⑤取得の日程 平成18年5月15日から 

平成18年8月14日まで 

 

（1）第三者割当増資 

当社は、平成17年11月16日開催の取締役

会において、第三者割当増資に関して下

記の通り決議いたしましたが、平成17年

11月18日に、株主より当該新株発行の差

止めを求める仮処分の申立書が東京地方

裁判所に提出され、これに対し12月5日に

当該申請を認める旨の決定がなされまし

た。当社は上記決定を受け、平成17年11

月16日の取締役会で決議いたしました第

三者割当増資を中止し、下記（2）に示す

決議を実施しております。 

①発行新株式数 普通株式23,000株 

②発行価額 1株につき180,000円

③発行価額の総額 4,140,000千円 

④資本組入額 1株につき90,000円

⑤資本組入額の総額 2,070,000千円 

⑥払込金額 平成17年12月6日 

⑦配当起算日 平成17年10月1日 

⑧資金の使途 運転資金、新規事業

投資資金 

⑨割当先 煌1号投資事業組合

21,750株及び青山浩

1,250株 

 

（2）第三者割当増資 

当社は、平成17年12月12日開催の取締役

会において、第三者割当増資に関して下

記の通り決議いたしました。 

①発行新株式数 普通株式14,530株 

②発行価額 1株につき241,000円

③発行価額の総額 3,501,730千円 

④資本組入額 1株につき120,500円

⑤資本組入額の総額 1,750,865千円 

⑥払込金額 平成17年12月29日 

⑦配当起算日 平成17年10月1日 

⑧資金の使途 運転資金、新規事業

投資資金 

⑨割当先 煌1号投資事業組合

13,600株及び青山浩

930株 
 



4 

（重要な後発事象） 
（訂正前） 

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 平成 17年３月 23日の当社取締役会に

おいて当社グループの更なる業容の発展

と事業基盤の確立を目的として、有限会

社インフォスコープの第三者割当増資に

よる株式の取得を決議し、平成 17 年４

月５日に取得し同社は当社の子会社とな

りました。同社の概要は以下のとおりで

す。 

商 号：有限会社インフォスコープ 

出資額：22,500,000円 

出資比率：52.9％ 

代表取締役：堀越光弘 

事業内容：有料老人ホームの情報検索サ

イト「関東優良老人ホーム情

報センター」の運営。 

（1）ストックオプション発行 

当社は、平成18年4月5日開催の取締役会

において､商法第280条ﾉ20、第280条ﾉ21、

および平成18年3月24日開催の臨時株主

総会の特別決議に基づく、ストックオプ

ションを目的として発行する新株予約権

の具体的な内容について下記のとおり決

議いたしました。 

①新株予約権発行日  平成18年4月5日 

②新株予約権の総数  1,575個 

（新株予約権1個あたりの目的たる株式

数は当社普通株式1個 

③新株予約権の発行価額 無償 

④行使価額    212,912円 

⑤行使期間    平成20年3月25日から

         平成28年3月24日まで

⑥行使により新たに株式を発行する場合

の資本組入額  106,456円 

⑦割当対象者及び人数 

        当社役員及び従業員6名

 

（2）投資事業組合への投資 

当社は、平成18年4月25日にKIWAMI11号投

資事業組合のファンドに出資いたしまし

た。 

①業務執行組合員 ｼｸﾞﾏ･ｹﾞｲﾝ㈱ 

         代表取締役 岩本信徹

②組合の設立   平成18年4月1日 

③組合の期間   設立日から1年間 

④当社出資口数  26口 

④当社出資金額  4億40万円 

 

（3）自己株式の取得 

当社は、平成18年5月12日開催の取締役会

において、商法第211条ﾉ3第1項第2号の規

定に基づき、自己株式を取得することを

決議いたしました。 

①取得理由  機動的な資本政策の遂行 

②取得する株式の種類  当社普通株式 

③取得する株式の総数  1,000株 

④株式の取得価額の総額 1億5千万円 

⑤取得の日程  平成18年5月15日から 

  平成18年8月14日まで 

 

(1)第三者割当増資 

当社は、平成17年11月16日開催の取締

役会において、第三者割当増資に関して

下記の通り決議いたしましたが、平成17

年11月18日に、株主より当該新株発行の

差止めを求める仮処分の申立書が東京

地方裁判所に提出され、これに対し12月

５日に当該申請を認める旨の決定がな

されました。当社は上記決定を受け、平

成17年11月16日の取締役会で決議いた

しました第三者割当増資を中止し、下記

（2）に示す決議を実施しております。

①発行新株式数 普通株式23,000株 

②発行価額 1株につき180,000円

③発行価額の総額 4,140,000千円 

④資本組入額 1株につき90,000円

⑤資本組入額の総額 2,070,000千円 

⑥払込期日 平成17年12月6日 

⑦配当起算日 平成17年10月1日 

⑧資金の使途 運転資金、新規事業

投資資金 

⑨割当先 煌1号投資事業組合

21,750株及び青山

浩1,250株 

 

(2)第三者割当増資 

当社は、平成17年12月12日開催の取締役

会において、第三者割当増資に関して下

記の通り決議いたしました。 

①発行新株式数 普通株式14,530株 

②発行価額 1株につき241,000円

③発行価額の総額 3,501,730千円 

④資本組入額 1株につき120,500円

⑤資本組入額の総額 1,750,865千円 

⑥払込期日 平成17年12月29日 

⑦配当起算日 平成17年10月1日 

⑧資金の使途 運転資金、新規事業

投資資金 

⑨割当先 煌1号投資事業組合

213,600株及び青山

浩930株 
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（訂正後） 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 平成 17年３月 23日の当社取締役会に

おいて当社グループの更なる業容の発展

と事業基盤の確立を目的として、有限会

社インフォスコープの第三者割当増資に

よる株式の取得を決議し、平成 17 年４

月５日に取得し同社は当社の子会社とな

りました。同社の概要は以下のとおりで

す。 

商 号：有限会社インフォスコープ 

出資額：22,500,000円 

出資比率：52.9％ 

代表取締役：堀越光弘 

事業内容：有料老人ホームの情報検索サ

イト「関東優良老人ホーム情

報センター」の運営。 

（1）ストックオプション発行 

当社は、平成18年4月5日開催の取締役会

において､商法第280条ﾉ20、第280条ﾉ21、

および平成18年3月24日開催の臨時株主

総会の特別決議に基づく、ストックオプ

ションを目的として発行する新株予約権

の具体的な内容について下記のとおり決

議いたしました。 

①新株予約権発行日  平成18年4月5日 

②新株予約権の総数  1,575個 

（新株予約権1個あたりの目的たる株式

数は当社普通株式1個 

③新株予約権の発行価額 無償 

④行使価額    212,912円 

⑤行使期間    平成20年3月25日から

         平成28年3月24日まで

⑥行使により新たに株式を発行する場合

の資本組入額  106,456円 

⑦割当対象者及び人数 

        当社役員及び従業員6名

 

（2）自己株式の取得 

当社は、平成18年5月12日開催の取締役会

において、商法第211条ﾉ3第1項第2号の規

定に基づき、自己株式を取得することを

決議いたしました。 

①取得理由  機動的な資本政策の遂行 

②取得する株式の種類  当社普通株式 

③取得する株式の総数  1,000株 

④株式の取得価額の総額 1億5千万円 

⑤取得の日程  平成18年5月15日から 

       平成18年8月14日まで 

 

(1)第三者割当増資 

当社は、平成17年11月16日開催の取締

役会において、第三者割当増資に関して

下記の通り決議いたしましたが、平成17

年11月18日に、株主より当該新株発行の

差止めを求める仮処分の申立書が東京

地方裁判所に提出され、これに対し12月

５日に当該申請を認める旨の決定がな

されました。当社は上記決定を受け、平

成17年11月16日の取締役会で決議いた

しました第三者割当増資を中止し、下記

（2）に示す決議を実施しております。

①発行新株式数 普通株式23,000株 

②発行価額 1株につき180,000円

③発行価額の総額 4,140,000千円 

④資本組入額 1株につき90,000円

⑤資本組入額の総額 2,070,000千円 

⑥払込期日 平成17年12月6日 

⑦配当起算日 平成17年10月1日 

⑧資金の使途 運転資金、新規事業

投資資金 

⑨割当先 煌1号投資事業組合

21,750株及び青山

浩1,250株 

 

(2)第三者割当増資 

当社は、平成17年12月12日開催の取締役

会において、第三者割当増資に関して下

記の通り決議いたしました。 

①発行新株式数 普通株式14,530株 

②発行価額 1株につき241,000円

③発行価額の総額 3,501,730千円 

④資本組入額 1株につき120,500円

⑤資本組入額の総額 1,750,865千円 

⑥払込期日 平成17年12月29日 

⑦配当起算日 平成17年10月1日 

⑧資金の使途 運転資金、新規事業

投資資金 

⑨割当先 煌1号投資事業組合

213,600株及び青山

浩930株 
 

 


